
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３級 中１ 長谷川　真彩
３級 中２ 中嶋　勇斗
５級 小６ 堀内　杏美
５級 小６ 堀内　杏唯
５級 小６ 加藤　優
６級 立花　柚乃
６級 小５ 塩沢　斗来
７級 仲宗根　カイラー
７級 稲葉　泉
８級 小３ 小島　一純
８級 前田　倫玖
９級 小３ 増田　勇人
９級 小２ 寺田　夏海
９級 小２ 塩沢　硫斗
９級 稲葉　愛留
９級 斉藤　壮
10級 小２ 池田　蒼空
10級 小１ 山本　菜花
10級 小１ 中川　稟子
10級 小１ 矢吹　拓斗

漢検
2015/2月

準２級 高2 田中　希
４級 中2 稲葉　旬太郎
４級 中2 中野　春規
５級 中3 甲斐　柊耶
６級 小6 中村　百花
６級 小6 粕谷　健太
６級 小6 丸山　千斗
６級 仲宗根　カイラー
６級 前田　歩美
７級 小6 関口　采花
８級 小4 丸山　みち
９級 小4 関口　青花
９級 小3 中村　光希
９級 小3 平本　実夢
１０級 小2 伊藤　陽向
１０級 小2 大泉　音羽

漢検
2015/6月

準2級 中３ 野口　くるみ
3級 中３ 崎山　莉奈
3級 中３ 神山　凌馬
5級 中１ 野口　太陽
6級 中１ 鈴木　邑菜
6級 中１ 木村　桃菜
6級 中１ 栗原　瑠奈
6級 中１ 内野　綾乃
6級 中１ 小島　一真

漢検
2015/10月

準２級 中3 字廻　宏美
３級 中3 豊増　杏奈
５級 中1 大泉　寧桜
５級 小6 丸山　千斗
５級 小6 塩沢　斗来
６級 小6 関口　采花
８級 中2 丸山　千尋
８級 小4 関口　青花
８級 小3 塩沢　琉斗
８級 小3 中村　光希

漢検
2015/8月

準２級 小４ 杉本　春
３級 中２ 石井　彩羽
３級 中２ 富塚　祐貴
３級 中２ 野口　くるみ
３級 中２ 宮川　晴香
３級 中１ 澤﨑　栄美
４級 中２ 上坂　桃子
４級 中２ 中嶋　勇斗
４級 小６ 鈴木　邑菜
４級 小６ 小島　一真
４級 小５ 塩沢　斗来
５級 中１ 渡辺　マークライアン
５級 小６ 乙幡　丈翔
５級 小３ 川田　果穏

英検
2015/1月

２級 小5 杉本　春
準２級 高1 久保田　凱斗
準２級 中3 崎山　莉奈
準２級 中3 野口　くるみ
準２級 中2 赤松　瑚子
準２級 中1 渡辺　友介
３級 中3 上坂　桃子
３級 中3 吉田　愛実
３級 中2 若松　青勇
３級 中1 有本　梨紗
４級 中3 清水　里紗
４級 中3 甲斐　柊耶
４級 中1 木村　桃菜
４級 小6 毛利　陽菜乃
４級 小6 長谷川　浩大
４級 小3 長谷川　巧
５級 中3 清水　里紗
５級 中2 岩永　大和
５級 中2 中野　春規
５級 中1 大泉　寧桜
５級 小6 丸山　千斗
５級 小5 有本　凪紗
５級 小5 藤森　愛里
５級 小5 牧野　夢希
５級 小5 高橋　利空
５級 小5 美浦　ひかり
５級 小4 若松　大意
５級 小4 下田　弥奈
５級 小4 小島　一純
５級 小3 備前　蒼

英検
2015/6月

２級 高３ 小沼　小湖
２級 高３ 塚田　結女
２級 高２ 田中　希
準２級 中３ 渡邊　杏柚
３級 中３ 字廻　宏美
３級 中３ 塚本　理奈
４級 中３ 神山　凌馬
４級 中２ 稲葉　旬太郎
４級 中２ 岩永　大和
４級 中２ 佐藤　アーシャマリア
４級 中２ 佐藤　真凜
４級 中２ 千葉　樹
４級 中２ 中野　春規
４級 中１ 大泉　寧桜
４級 小６ 中野　雅
４級 小５ 高橋　利空
４級 小４ 若松　大意
４級 小３ 樽見　優介
５級 中１ 伊藤　大輝
５級 小６ 嶋津　凜花
５級 小４ 石谷　瑞季

英検
2015/10月

GOLD 丸山　拓海
GOLD 石谷　瑞季
GOLD 備前　蒼
GOLD 藤森　愛里
SILVER 池田　蒼空
SILVER 長谷川　義
SILVER 寺田　夏海
SILVER 塩沢　琉斗
SILVER 伊藤　陽向
BRONZE 山上　勝利
BRONZE 横山　陽乃
BRONZE 有本　凪紗
BRONZE 萩野　葵
BRONZE 高山　凱

児童英検
2015/2月

GOLD 寺田　夏海
SILVER 藤本　良介
SILVER 藤森　里奈
SILVER 伊藤　大樹
SILVER 福井　嘉椰
SILVER 西田　倖大
SILVER 山上　勝利
SILVER 嶋津　凛花
BRONZE 萩野　葵
BRONZE 伊藤　大樹
BRONZE 福井　統也
BRONZE 十時　空良
BRONZE 北　千菜実
BRONZE 嶋津　凛花
BRONZE 今村　莉麻
BRONZE 今村　一輝

英検Jr.
2015/6月

GOLD 山上　勝利
GOLD 土方　諒也
GOLD 藤本　良介
SILVER 十時　空良
SILVER 岩本　ひより
SILVER 中村　光希
SILVER 土方　諒也
SILVER 櫻井　慎之助
SILVER 谷野　麻衣
SILVER 伊藤　陽向
SILVER 長谷川　義
BRONZE 高城　亜美
BRONZE 高山　凱
BRONZE 上田　有鷲
BRONZE 菅井　響月
BRONZE 松村　一毅
BRONZE 萩野　葵
BRONZE 小野村　はな
BRONZE 谷野　麻衣

英検Jr.
2015/10月

準2級 高1 田中　希
3級1次 中2 岩本　空
4級 中1 赤松　瑚々
4級 中2 田中　栞
4級 中2 冨塚　裕貴
6級 小6 野口　太陽
6級 小6 堀内　杏唯
6級 小6 堀内　杏美
7級 小5 中村　百花
8級 小4 有本　凪紗
8級 小3 川田　果穏
9級 小3 大泉　鈴菜
10級 小2 寺田　夏海
10級 小2 長谷川　巧
11級 小2 池田　蒼空
11級 小1 大泉　音羽

数検
2015/3月

３級 中３ 中島　勇斗
３級 中３ 田中　栞
３級 中３ 牧野　愛夢
３級１次 中３ 冨塚　祐貴
３級１次 中３ 伊藤　綾
３級１次 中３ 崎山　莉奈
３級１次 中３ 前田　藍
４級 中３ 字廻　宏美
４級 中２ 佐藤　アーシャマリア
４級 中３ 野口　くるみ
４級１次 中３ 清水　里紗
５級 小６ 中村　百花
７級 内野　ゆず
７級 小６ 澤木　那奈
７級 小６ 丸山　千斗
８級 小５ 小町　美空
９級 小４ 関口　青花
９級 小４ 丸山　美千
10級 小３ 平本　実夢

数検
2015/８月

3級 中３ 前田　藍
3級 中３ 小澤　匠樹
3級１次 中３ 清水　里紗
3級１次 中３ 野口　くるみ
3級１次 中３ 甲斐　柊耶
7級 小６ 塩沢　斗来
11級 小２ 伊藤　陽向

数検
2015/10月

5級 小4 五十嵐　里桜
5級 小4 谷野　麻衣
5級 小4 居村　莉愛
6級 小5 渡邊　あゆみ
6級 小4 大泉　鈴菜
6級 小4 庄司　明生
7級 小4 佐々木　れあ
7級 小4 堀越　瑶菜
7級 小4 下田　弥奈
7級 小3 長谷川　巧
7級 小2 矢吹　拓斗
7級 小2 清水　大椰
8級 小5 加留部　裕子
8級 小4 増田　勇人
8級 小3 向山　美咲希
9級 小2 横山　陽乃
9級 小2 阿部　心哉
9級 小2 林　優樹
10級 小6 黒部　龍紀
10級 小4 渡邊　雅治
11級 小2 大泉　音羽
11級 小2 三澤　優
11級 小1 滝田　小晴
11級 小1 伊藤　誠人
13級 小1 揃江　伴樹

珠算検定

6級 小5 渡邊　あゆみ
6級 小4 居村　莉愛
6級 小4 大泉　鈴菜

暗算検定

初段 小4 佐藤　美思
4級 小4 大泉　鈴菜
4級 小4 居村　莉愛
5級 小2 矢吹　拓斗
7級 小5 加留部　裕子
7級 小4 佐々木　れあ
7級 小4 庄司　明生
7級 小2 清水　大椰
8級 小6 黒部　龍紀
8級 小5 渡邊　あゆみ
8級 小2 林　優樹
9級 小4 堀越　瑶菜
9級 小4 増田　勇人
9級 小4 五十嵐　里桜
10級 小4 谷野　麻衣
11級 小4 下田　弥奈
14級 小2 三澤　優
14級 小2 大泉　音羽
14級 小2 横山　陽乃
15級 小1 揃江　伴樹
16級 小1 滝田　小晴
17級 小3 小峰　佑介
18級 小3 西田　美花
19級 小1 伊藤　誠人

フラッシュ暗算

※合格時の学年・年齢です。 


